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自衛と自栄のためにスキルアップを
有意義な講演にも会員参加少なく
５倍に増加しているそうだ。「弁護士特約保険」が普及

医接連携で自衛策

したことによるそうだが、保険会社側の対応に泣き寝入

10 月 20 日、第 85 回学術講演会が帝京大学宇都宮キャ
ンパスにて開催された。講演は２部構成で、どちらも興
味深い内容であった。

りすることは減った半面、弊害もあるらしい。
幸い、当会にはとちのきクリニックが併設されている
ので積極的に利用していただきたい。

初めに、当会顧問弁護士である今泉法律事務所の伊藤

はじめ

まさ のり

一 先生と、そのご子息である伊藤幹哲先生のお二人に

また、伊藤先生から「困ったときには気軽に相談して
ください」との心強い言葉をいただいた。

講演をしていただいた。
プロフィールの紹介では野澤学
術副部長が、早稲田大学法学部と

有効なのは貧乏ゆすりと徒手検査

慶應義塾大学法科大学院を卒業さ

続いて、「関節疾患の治療～股関節温存手術から人工

れた幹哲先生の経歴に触れ、「法

関節置換術～」と題して、獨協医科大学整形外科学教室

律の一人早慶戦ですね」と会場の

医局長の富沢一生先生に講演をしていただいた。先生の

笑いを誘い、緊張を和らげる場面

講演は今回で二度目となるが、股関節、膝関節の人工関

もあった。

節置換術、骨切り術、関節鏡手術について動画を交え、

講演は演題を「交通事故における法律基礎と対応

とみざわ か ず お

前回よりさらに詳しい説明をしていただいた。

Q&A」とし、判例をあげてその解釈と自衛策について

変形性関節症の初期の場合、体重を減らし運動療法を

解説した。また、保険会社とのトラブル例とその対応な

行うことで、悪循環（力が入らない→動けない→安静に

どを Q&A 方式で説明した。

する→筋力低下→軟骨がすり減る→痛む→）に陥らせな

講演の中で、特に何度も口にしたキーワードは「医接

いことが大切、それでも痛みが強く ADL が困難な場合

連携の大切さ」である。事故案件も、保険会社への対応

は、骨切り術、人工関節置換術を

も医師との連携が重要であるようだ。

行うと説明があった。

また、施術録に症状、程度、経過（回復していること

関節唇損傷および FAI（大腿骨

を明記）を記録することはもちろ

寛骨臼インピンジメント）では、

ん、事故状況で車両の損傷の程度

症状に特徴があり、問診が重要と

や衝撃の程度を確認し把握してお

なる。

くことも必要であると話した。

なかでも、椅座位時にまっすぐ座ることがつらく、特

最近、交通事故は 10 年で４割減

定の崩した肢位をとる傾向にある。また、痛みの訴えで

少しているが、事故案件は 10 年で

は、手を C 型にして大転子周囲を押さえる C サインも
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特徴的な症状である。
検査法ではインピンジメントテスト・パトリックテス
トを行うことで、レントゲンや MRI などの検査機器を
使用しなくても、関節唇損傷では 63％、FAI では 65％

田口敦会員（足利）が
快挙達成
10 月 27 日、市貝町の新宇都宮 CC（27 ホール）で

の比率で診断ができるようだ。
治療では、初期の場合は保存療法適応となるが、胸・
腰椎のストレッチ、アームレッグクロスレイズなどの運

第 25 回栃柔整チャリティーゴルフ大会を開催し、総
勢 72 人のエントリーをいただきました。
結果は、実力者の田口敦会員がグロス・ネットと

動療法が有効と説明があった。
また、人工関節置換術をした患者の症例では、術後経
過がとても良いので、何かしているのかを聞いたところ、

もに優勝し２冠を達成、40 型テレビを獲得しました。
危ぶまれていた

貧乏ゆすりをするリハビリ器具をネットで購入し、毎日

天候も回復し、良

やっていたそうだ。

好なコンディショ

この器具のことは私も聞いたことはあったが、その効

ンでプレーを行う

果には懐疑的であったので、効果があることには感心し

ことができました

た。

が、 台 風 19 号 か

関節唇損傷は整形外科を受診していても診断がつかな

ら２週間、栃木県でも会員を含め甚大な被害を受け、

いことが多いようであるが、疑いがある場合は富沢先生

まだ避難生活を余儀なくされている方もいるようで

のような専門医への紹介が望ましいと思える。

した。

今回の伊藤先生と富沢先生の講演内容はどちらも、私

「あの日から毎日毎日、水害瓦礫の撤去でほとほと

たちにとって大変勉強になり、すぐにでも役に立つ情報

疲れました。ゴルフでストレス解消させてください」

が満載であった。

などという声が上がったため、急遽、今大会を「台

しかしながら、参加した当会員は 73 人（一般 17 人・

風 19 号災害復興チャリティーゴルフ」と銘打ち、被

学生 157 人）と少なく、とても残念である。多くの情報

災者のために義援金を募り寄付することとしました。

を吸収し、柔整師としてのスキルアップのためにも、ぜ

また、来賓に工藤鉄男日整会長をはじめ、当会顧問

ひとも多くの会員が参加して、明日の施術に生かしてい

の小林幹夫県議、各都県柔整師会の理事・会員や関係

ただきたいと思う。

者の方々に、お忙しい中参加していただきました。

学術部

髙橋秀典

当会員の成績上位選手（敬称略）
順位

氏

名

９H

９H

合計

HC

NET

那須塩原市に次いで茂木町も

優勝

田口

敦

34

35

69

0

69.0

こども医療費助成申請書の
記入について

２位

坂下

茂

43

40

83

12.0

71.0

４位

秋田孝夫

51

45

96

24.0

72.0

５位

榊原賢治

39

42

81

8.4

72.6

保険診療証明書欄の療養費金額記載について、

６位

鈴木洋和

40

40

80

7.2

72.8

８位

秋山利明

41

44

85

12.0

73.0

15位

吉田

43

43

86

12.0

74.0

茂木町でも書損の場合、訂正印を使っても訂正は認
められませんので、新たに作成することになります。

仁

今大会の結果により、日整全国ゴルフ大会の推薦
者は下記の会員になります
グロス１位 田口

敦（足利） ２位 鈴木洋和（小山）

ネット２位 坂下

茂（塩谷） ３位 秋田孝夫（小山）

また、チャリティー益金は 62,052 円となり、日本
赤十字社を通して災害復興に役立てていただくこと
になりました。
金額欄の訂正は認められないので書損の場合は
新たに作成して提出してください。
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会員の皆様やご協力いただいた関係者の皆様に感
謝申し上げます。

事業部長

倉持雅之

栃木市へ
施術ボランティア派遣

者

第188走

・・・被災者の言葉が励みに・・・

之

柳田友

スポーツの秋

10 月 17 日、栃木市から「台風 19 号豪雨災害におけ
る避難所への派遣依頼が入った」と県柔整師会からメー

部
那須支

私は趣味でサッカーをしています。小、中、高の
すべてでサッカー部に所属し、現在も社会人でプ

ルが来た。
当会が平成 29 年に栃木市と災害医療協定を結んでか

レーしています。
サッカーはチームプレーであり、足で球を扱うの

ら、今回が初めての救護依頼となった。
私も当然ながら初めての経験で、どこで、何を、どう

で思いどおりにいかないことが多いですが、それも

すればいいのか、どこの避難所に行けばいいのか、自問

また楽しいです。一生懸命走り、試合に集中してい

自答してもわからないことだらけ…冷静になり、市側の

ると、あっという間に時間も過ぎ、とても良い気分

担当者と相談することになった。

転換になります。何歳になっても試合に負ければ悔

状況確認などの初動対応として、10 月 21 日「とちぎ西
部生きがいセンター」を巻島・櫻田両副支部長と私で訪

しいですし、勝てると嬉しいです。試合後には達成
感もあります。
また、社会人で職種や年代も違うさまざまな人た

問し、市の担当者と打ち合わせをした。

ちと会話をしていると、とても良い刺激にもなりま

避難所内のスペースを借り、折り畳み

す。

ベッドを設置、早急に施術を開始した。
栃木市は４年前にも大雨により浸

そんな私ですが、30 歳代

水被害を経験したが、今回のような大

に入り、ここのところ感じ

災害になったことがなく、安全な地域

ることがあります。昨年は

と思っていただけに今回の被害は大変衝撃的だった。

あまり参加できず、今年再

小京都と言われ、５月にはたくさんのこいのぼりが飾

び始めたサッカー。20 歳代前半の頃は練習をせず

られ、小舟に乗り船頭さんの歌声が響く巴波川、そして

に１試合フル出場できたのも、今となっては何もし

川沿いに並ぶ蔵。ドラマ撮影にも使われ美しかった街並

ていないと全く走れず、気持ちは動いていても体が

みが泥に覆われてしまった。あちらこちらから泥をかき

動きません。若い頃、先輩方が「もう動けない」と

出す音が聞こえ、黙々と片付け作業に追われている。

言われていたことをわかり始めたこの頃です。

うずまがわ

当会もこのようなときのための
初動対応などのマニュアルをまと
めておくべきと痛感した。

そこで、まだサッカーを続けたいという思いから
始めたランニング。
これもまた、最初は３km もやっ

それと同時に行政や協議会など

とで、次の日には筋肉痛もひどい

の指示、指導を正確に、また的確

状態でしたが、４km、５km と続

にもらえれば、初動の作業は、ス

けて走っていくうちに、初めは吐

ムーズに救護活動に入れるのでは

きそうになりながらフラフラ走っ
ていた私も、今では背筋も伸び、

ないかと思った。
災害時は、該当地域すべてが被災地になり、誰もが被

足も上がり、走る姿もさまになり、

災者になりうる。現に当会の会員も被災している。少しで

大分体も絞れてきたと思います。

も早くに正確に行動できるよう考えていきたいと思う。
最後に一つ。避難をしてつらい思いをしている方々か

改めて地道にコツコツと継続していくと力になって
くると実感しました。

ら、私たちの救護活動に対し「楽になったよ」「また待っ

紅葉も始まり、どんどん外も冷え、忘年会シーズ

てるよ」「次は、いつ来てくれるの？」など様々な言葉

ンになりお酒を飲む機会も増えてくるこの季節。皆

をいただき、大変に励みとなりました。

様も体を動かしてみてはいかがでしょうか。

栃木支部長

鳩山周一

次回は宇都宮支部です。お楽しみに。
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半田経理部長！渾身の救助
宇都宮トレイルラン10回記念大会
半年ほど前に捻挫をした患者さんが、整形

台風 15 号・19 号の被害が色濃く残る宇都宮市森林公

外科への通院を中断して転療してきました。

園で、宇都宮トレイルラン 10 回記念大会が開催された。
当会では毎回救護に協力し

中断後に同部位を再負傷したそうですが、施
術録に記載する場合どちらの負傷日を記載すればよ

ている。

いのでしょうか？

「崖の下にランナーが落ち
ているようなので救護をお

再負傷以前に疼痛や機能障害などが消失して「治

願いします」

癒」していた場合には、再負傷した日を新たな負

半田部長の担当する富士

傷日として記載します。

見峠救護所に、転落した負

通院の中断理由が「就業上の理由」などで、症状などが

傷者の後続ランナーから一報が入った。

残存していたという認識であれば、最初の負傷日を記載す

半田部長と共に AED を富士見峠まで運び、救護所を
設営した中田康之会員（芳賀）は、麓ゴール地点救護
所の応援のためすでに下山していた。

べきです。
長期施術継続理由などは「柔道整復師の初検日より起
算して」という原則になりますので、負傷日からの起算では

ただ一人待機していた半田部長が転落現場にかけつ

ありませんのでご注意ください。

け、１ｍほどの崖下に足がつってうずくまる人影を発見

骨折で通院していた患者さんの保険者から、

した。しかし、半田部長は自分の小柄な体では負傷者を

「医師の同意が確認できませんでした」とし

崖の上まで持ち上げることは困難と判断し、通りかかっ
た大柄なランナーに協力を仰いだ。
２人で崖下から負傷者を救出し、部長は負傷部位の処

ればよいでしょうか？

置を行い休息を取らせたあと、本人の意向もあり彼を

同意をいただいた際の病用返事（診療情報提供

レースに戻した。

書）などがあれば、写しを添付して再請求してくだ

今回は救出を

さい。

手伝ってくれた

患者さんが口頭で同意を受けた場合には、その旨を記載

ランナーがいた

して再請求しましょう。その際には同意を受けた医師（医

ことが幸いした

療機関）に、保険者から同意をしたことへの再確認がある

が、 ひ と つ 間 違

かもしれない旨を伝えておくとよいでしょう。

えば二次災害も
起こり得る状況

済生会病院の上小牧先生と
負傷者の手当にあたる塚原保険部長

一部の保険者では、医療機関に対し「同意書を発行した
か？」といった確認の仕方をしている場合がありますので、

だった。にもかかわらず、最後のランナーを見送り下山

医療機関から「同意書（文書）の発行はしていない」との回

してきた半田部長は「いや～、今年の救護は大したこ

答を受けると、同意の確認が取れないとして返戻もしくは

となかったな～」と一言。この人にとって大したことっ

不支給とするケースが見られます。

て何なんだろう？

骨折・不全骨折や脱臼などの同意を受ける際には、こち

ケガに大きい小さいはないが、半田部長が奮闘してい
る間、塚原保険部長と中田会員そして私の３人は、ゴー
ル地点で負傷してきたランナーの擦過傷や、捻挫の処
置を行っていた。
半田光男、その人であろう。

けてください。
脱臼の場合、整復後には「脱臼の確認ができなかった」
に、しっかりと状態を説明してもらうことと、さらに「脱臼を
整復したので、きちんと整復されているかどうかをご確認く

広報部
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らから依頼書を作成して文書で返事をもらえるように心掛

と返事をされてしまうこともありますので、患者から医師

この日の敢闘賞・技能賞・殊勲賞は、まぎれもなく

04

て返戻がありました。どのように再請求す

植木大輔

ださい」と明記して診察依頼を行うとよいでしょう。

る。炎症・腫脹・腱板上方の関節包の線維化は一般的に
肩腱板の腱炎から発生する。安静、のち腱板を強化する
運動が有効。

Vol.146
肩・上腕近位の診察法

●胸鎖関節炎
上肢帯と体幹をつなぐ唯一の関節で、関節円板が介在
し、球状関節のため上下前後方向に動く。
重い物を持つ、あるいは反復動作で傷めることのほか

❖外傷以外の肩・上腕の変形、腫脹
前号は、外傷が起因となり、肩および上腕の変形・

に、感染症・膠原病（RA,SAPHO 症候群）・痛風なども

腫脹を呈するものを解説したが、本号から外傷性では

原因となる。

なく同様の症状を呈する疾患を解説していく。

●肋骨鎖骨間骨化症
外観上、肋骨鎖骨間に腫脹がみられ、X 線上、同じ部

１．急性＜知覚異常なし＞
（１）炎症所見あり

位に異常骨形成をきたす。骨シンチグラフィ－は骨間部

●化膿性肩関節炎

に特徴的な強い集積を示し、掌蹠膿疱症に合併すること

肩関節内に細菌が侵入し、化膿してしまう疾患。原
因菌として黄色ブドウ球菌、連鎖球菌、肺炎球菌、
MRSA が多い。

が多く皮膚病変の有無を念頭におく必要がある。
（２）炎症所見なし
●特発性肩関節内持続性出血

関節内に細菌が侵入する経路として、

原因不明の、関節内に出血を繰り返す稀な疾患である。

①肺炎・尿路感染の病原菌が血流によって侵入（血
行性）。

50 歳以上の中高年者に発症し、高血圧症、高脂血症を
合併することが多い。

②周囲の軟部組織（皮膚、脂肪、筋肉など）・骨に
生じた感染が関節内に波及する。

症状は関節腫脹と疼痛である。関節局所に熱感と疼痛
があり、可動域制限をみることもある。

③ケガ、手術、関節内注射などにより関節内に細菌
が直接侵入する。

外傷の有無、既往歴として血友病などの出血性素因の
有無、関節内注射の既往があったかなどが鑑別のポイン

がある。

トとなる。

感染すると関節の表面にある関節軟骨が破壊され、

２．急性＜知覚異常あり＞

重篤な関節破壊がもたらされ、さらに進行すると骨が

●神経痛性筋委縮症

溶ける場合もある。進行は急速で、迅速な診断と治療
が重要。

一側の肩・上腕を中心として突然生じる鋭い激痛が特
徴で、それに続いて弛緩性麻痺（脱力）が生じる。

診断は、関節穿刺で膿を確認。また、血液検査で白

中年男性に好発し、利き手が圧倒的に多く、ウイルス

血球、CRP タンパクの上昇、赤血球沈降速度の亢進を

感染や罹患肢の運動負荷（労作や過剰なスポーツ、外傷

みる。

など）が誘因となる。疼痛発症後（痛みは数日から１〜

治療は、手術による関節内の洗浄と抗生物質の投与
を行う。

２週で軽快）に、筋委縮と運動麻痺の出現が鑑別のカギ
となる。

●石灰沈着性肩峰下滑液包炎

痛みの少ない肘屈曲位・肩内転位で保持し、拘縮予防

腱板内から肩峰下滑液包床側面まで膨隆してきた石

のため、肩関節の可動域訓練を１日最低 10 回程度行う

灰沈着物が、自然に、あるいは外傷で滑液包床側面を

といい。ステロイド投与や免疫療法が有効とされるが治

突き破り、滑液包内へ流出する。その初期には、強烈

療法は確立されていない。

な肩峰下滑液包炎が発生するため疼痛が頂点に達す

学術部

星野訓昭

“県民みんなで交通安全”
年末は交通事故が増加傾向にあるほか、飲酒の機会が増え、飲酒運転に起因する重大事故の発生が懸念されることから、年末におけ
る交通事故の防止を図るため下記のとおり『年末の交通安全県民総ぐるみ運動』が実施されますので、各種交通安全対策を推進願います。
１． 運

動

の

期

間

令和元年 12 月 11 日（水）から 31 日（火）までの 21 日間

２． 交通安全スローガン 「マナーアップ！あなたが主役です」
３． 運

動

の

重

点 （１）子供と高齢者の交通事故防止
（２）すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
（３）飲酒運転の根絶
（４）「ライト４（フォー）運動」の推進

４． 統

一

行

動

日

◦12月13日（金）
◦12月25日（水）

飲酒運転根絶強化の日
シートベルト・チャイルドシート着用・ライト４（フォー）運動強化の日

Dec. 2019 05

特

集

～平成から令和

柔整改革のゆくえ～

不善を為す者、淘汰の時代へ
完

ちょっと
一服

動機は不純に、
シーに
健康づくりはセク

他資格者との競合と連携

はり・灸・マッサージなどは独立開業権を持ち、療養
費を扱うことで私たち柔整師と同じジャンルに属してい
る。しかし、PT（理学療法士）などは医師の指示や管

愛犬が死んだ途端に、それまで当たり前だった毎日の

理下においての活動に限定されており単独で開業するこ

散歩をしなくなった。「こりゃ楽だ」とさぼって早２年、

とはできない。

そのころに比べると体重も増え、体脂肪率、内臓脂肪に

ところが、介護人口が急増し「訪問リハビリ」が許さ

「これはいかん」と土日だけでも運動をすることにし

業し、地域で機能訓練を行える業種への移行を目指して

た。実は、私は昔から長距離走が苦手、かといって長く

いるようなのだ。

歩くのもメンドクサイたちなので、ウォーキングとラン

4

彼らの団体の平均年齢は柔整と比べて 20 歳ほども若
いため活動もかなり積極的で、自らの業界から国会議員
を出して目的を達成するための取り組みも精力的に進め
ているほどだ。

4

を交互にした「なんちゃってインターバル走」にしてい
る。
先日いつもの周回コースを、400m のランからウォー
キングに移ると、目前にスタイルの良い女性がウォーキ

そして、彼らはどちらかといえば、介護状態となって

ングをしているではないか。キャップをかぶりタイトな

障害が生じた部分に対してリハビリをすることで、症状

トレーニングウエアを着こなすその後

改善や社会復帰を目指すところが主な活躍の場である。

ろ姿は、さながら K-POP の女性アイ

現在、彼らは外傷を扱うことはできないが「外傷によっ

ドルのようだ。見とれながらウォーキ

て損傷した運動器の改善」は当然守備範囲であり、将来

ングをするが、残念ながら次のランの

的に彼らが目指すところと柔整師の業界が交差している

地点が近づく。

ことも間違いない。

我 慢 し て K-POP を 抜 き 去 っ た が、

一方、「介護予防」分野において、看護師や PT はそ

後に男心に不埒な火がついた。「そう

の資格自体で参入がすでにできている。ところが、柔整

だ、スピードを上げてまた追いつこう」

師としてはその分野での活躍の場を「地域包括ケアシス

今日は不思議に心肺機能も足もいい感じだ。そう、健康

テム」に求めようとすれば「機能訓練指導員」という名

増進はセクシーに取り組まなければならない♡どこかの

称が必要になってしまう。

環境相もそう言っていたような気がする。

そこで、多職種連携会議に参入し看護師や PT に加え、

スピードを上げ、豊満な歩くオバちゃん二人組を追い

あ・は・き師などがまとまって「機能訓練指導協会（仮称）」

抜くと「ピーマンあったねぇ。あ、肉がないわ」と色気

を設立し、認定講習会を一本化し、さらに質の高い “ 上

のない会話が聞こえる。さしずめ今晩はピーマンの肉詰

級機能訓練指導員 ” というような仕組みをつくって役割

めだろう。「あんたらの “ その肉 ” 詰めればいいじゃな

分担をしていければと考えており、日整ではすでに各関

い…」とうまいこと言ったつもりでウォーキング & ラ

係職種の団体へ働きかけを行っている。

ンを繰り返したが、結局 K-POP はラスト１周だったの

そうした連携が実現できれば、日整会員ごとの個別施

か、姿を消した。

術所と公益社団の組織ネットワークを持つことが最大の

動機は不純だが、結果的に自分にとっていい運動に

強みとなるだろう。それによって、行政も特別な施設や

なった。まったく運動しないそこの 50 代のあなた、心

専門人員を確保するというインフラ部分を用意する必要

と体のために “ セクシー ” に運動に取り組んでみたらい

はなくなる。

かが？

4

そして「外傷」から日常生活への復帰はもちろん、
「介

え？お前は体重減ったのかって？ハハハ、そのあと

護予防」へ応用することで柔整師の技術が役立てられる

ワールドカップラグビーでの日本代表の活躍に歓喜しな

ことになるのだ。

がらビールとウインナーにフライドポテトをガッツリ。

参考：都柔整広報誌 Compass

06

黄信号が灯っている。

れるようになったことで、私たち柔整師のように独立開
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広報部

痩せるわけがない…。

半世紀少年

支

部

だ

宇都宮支部
ワタシニ

デンワ

よ

り
足利支部

シテクダサイ。

10 月 19 日に開催された支部会では、平成 23 年から
当会の顧問としても活躍される、社会保険労務士の高
橋克佳先生に「整骨院経営における知っておきたい労
務の知識」と題し、講演をしていただいた。
社労士は、法令に基づいた円滑な事業運営、事業の
健全化、労働者福祉の向上などに欠かせない存在だ。

気温が５度上がると…
11 月３日、第 42 回足利尊氏公マラソン大会が足利市
総合運動場陸上競技場を発着地点に行われた。
10 月に起きた台風 19 号の影響で、足利市内で河川の
氾濫や浸水被害などがあり開催が危ぶまれたが、行政と
市民による懸命の復旧作業により、4,732 人のランナー
を無事に迎え入れることができた。

経営者だけでは把握しきれない、移り変わりの速

救護班は医師、看護師、救急救命士、柔整師で構成さ

い、労働や社会保険の法令にも適切な対処をしてくれ

れ、計 30 人が各救護所で待機した。また、日医ジョガー

る。

ズ（医師のランナー）８人が沿道からサポートし、重篤

最近は、職を

な事象が起こった場合の初期対応に備えた。

転々とし、労働に

スタート前は肌寒かったが、日医ジョガーズの医師か

関する知識に詳し

ら「気温が５度上昇するとランナーの心停止が多くなる

い人が増えている

ので、ランナーの様子をしっかりと確認するように」と

そうだ。経営者と

指導を受け、各救護所へと向かった。

して、最低限の知

私（藤原）が担当したゴール地点本部救護所では、医

識は押さえておか

師が統括し各分野に分かれた救護作業が行われた。

ないとなめられる

転倒による擦過傷には医師が生理食塩水で傷の洗浄を

し、ゆくゆくはト

行い、看護師がガーゼなどの交換をした。下腿部筋挫傷の

ラブルのもとになる。

ランナーもいたが、医師から「専門家の出番だ」と指名を

また、「解雇」についても、辞めてもらいたい労働

受け、私がテーピングやストレッチなどの処置を行った。

者を我慢して雇用する必要はないが、いかに合意して
もらうかが問題になる。例えば「お前はクビだ！」
「おう！こんな会社こっちから辞めてやる！」といっ
たやりとりは、単純に労働者が納得した形なので合意
のもとの退職（合意解約あるいは任意退職）になる。
上記は極端な表現で、辞めてもらう客観的・合理的な
理由はもちろん、本人の合意を文書に残すことは必要
だ。
しかし、合意のない「解雇」は経営者の一方的な労

また、10㎞地点で左下腿部肉離れを起こしたランナー

働契約の終了で、権利の乱用とされ無効となるし、こ

が、テーピングと包帯処置をされた状態で本部救護所に

れもトラブルとなってしまう。

搬送されてきたが、医師が診察を行ったところ担当救護

人を相手とする以上、ほかにもさまざまな問題が起
きてくるし、実際にトラブルを抱えてしまった会員も

所の星野訓明会員の処置が完璧であったため、本部での
処置を行うことはなかった。

いるのではないかと思う。こういった労務管理やトラ

今回初めて本部救護所を担当したが、看護師、救急救

ブルに対する対処はもちろん、年金関連の相談など、

命士とコミュニケーションがとれたことや、一緒に外傷

ぜひ高橋先生を頼ってほしい。

処置を行えたことで柔整師の活躍も見てもらうことがで

「私に連絡してください」頼もしい言葉をいただいた。
通信員

小野塚和史

き、貴重な救護活動ができた。
足利支部

藤原幸一
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2019（令和元年）

行事予定

※定例診察日は第１・第３日曜日の
10：00〜12：00を基本としますが、
諸般の都合により、日時・スタッフ
等が変更となる場合があります。
※定例診察の受付は9：30〜11：30

会員数
令和元年11月１日現在
405名

12月

施術所数

３日㈫ 16:30 健保連との合同研修会［ホテル東日本宇都宮］
７日㈯ 14:00 理事会（支部長参加）［宇都宮グランドホテル］
15:00 合同部会 ［宇都宮グランドホテル］
16:00 相続税・贈与税の基礎知識と節税について［宇都宮グランドホテル］
８日㈰ 9:30 協同組合講演会［県不動産会館］
10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・滝田・岡本・小林
療養費支給申請書締切日

10日㈫

11日㈬ 20:30 とちのき１月号編集会議［当会館］小森・植木・菊池
15日㈰ 9:00 日赤救急法講習会 ［とちぎ福祉プラザ］
10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・高野・鈴木勝・大木
17日㈫ 20:30 予備点検［当会館］理事・監事
18日㈬ 20:30 とちのき校正会議 ［当会館］小森・菊池・小野塚
20日㈮ 10:00 協会けんぽ審査会 ［とちぎ福祉プラザ］
10:00

国保審査会 ［国保連合会902号室］

14:00

労災審査 ［当会館］
仕事納め

27日㈮

384院

会員の異動状況報告
・那柔整17 刈屋 太郎 名倉堂刈屋接骨院
【新住所】 〒329－3147 那須塩原市東小屋465－１
☎0287-65-2045 令和元年11月１日 住所変更

訃報
那須支部 露久保 政美 会員（71歳）がご逝去
されました。
宇都宮支部 新里 剛司 会員のご母堂様（光枝
様 87歳）がご逝去されました。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

ご会葬御礼
過日は、ご多忙中にもかかわらず、会員の皆様
にはご会葬を賜り誠にありがとうございました。
那須支部
露久保 剛
宇都宮支部 新里 剛司

１月

塩谷支部

仕事始め

６日㈪

８日㈬ 13:30 新年あいさつ回り
10日㈮

療養費支給申請書締切日

12日㈰ 10:00

定例診察 ［とちのきクリニック］飯島医師・野澤・鈴木強・小林

15日㈬ 16:00 監事会
18:00 監査報告会
20:30 とちのき2月号編集会議［当会館］小森・小野塚・丸山

舩橋 仁和

処方箋増えた減ったで騒いでる
ストレスって言うが見た事ありますか
笑顔さえ戻れば明日は晴れるはず

17日㈮ 20:00 理事会（支部長参加）
18日㈯ 15:00 予備点検［当会館］理事・監事

編 集 後 記

19日㈰ 10:00 定例診察 ［とちのきクリニック］須田医師・滝田・星野・大木
21日㈫ 14:00 労災審査 ［当会館］
22日㈬ 20:30 とちのき校正会議 ［当会館］小森・丸山・古内
24日㈮ 10:00 協会けんぽ審査会 ［とちぎ福祉プラザ］
10:00 国保審査会 ［国保連合会902号室］
栃木県郡市町対抗駅伝競走大会

26日㈰

（変更や追加などはホームページをご覧ください）

！

年末・年始の緊急連絡先

田代副会長（総務部長）☎ 0 8 0 － 3 4 4 3 － 8 1 8 4
事 務 局（ 鷹 箸 係 長 ）
☎ ０８０ － ３４４３ － ５ １０ ９

台風 19 号により、わが故郷栃木市も多大な被害を受け
ました。56 年間、新たな街並み、どんどん進化していく
栃木市を見てきましたが、その街並みが泥にまみれ被災ご
みが積まれた光景を目の当たりにし、涙をこらえることが
できません。
一日でも早く普段どおりの生活に戻れますよう心からお
祈りいたします。
栃木支部

丸山佳洋

柔道整復師賠償責任保険の緊急連絡先 損害保険ジャパン日本興亜㈱本店専門保険金サービス部 専門賠償・保証保険金サービス課 TEL 03-5913-3858 FAX 03-3385-3704
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